
第14回eモニターアンケート｢デンパークについて｣

実施期間 平成29年3月1日 ～ 平成29年3月10日
回答数 1015 人

37.3%(379人) 

62.7%(636人) 

性別 

男性 

女性 

0.4%(4人) 

4.8% 

(49人) 

29.4%(298人) 

34.6%(351人) 

14.8%(150人) 

9.8% 

(99人) 

6.1% 

(62人) 

0.1%(1人) 

0.1%(1人) 

年代別 

10代 

20代 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代 

80代 

不明 



【その他意見】
・ 県外からの知人を連れて行くことが多い
・ 多くない
・ 孫と一緒に

2.5%(25人) 

10.2%(104人) 

30.9%(314人) 54.2%(550人) 

2.2％(22人) 

問1:来園回数 

1回 

2～3回 

4～9回 

10回以上 

行ったことがない 

3.4%(32 

人) 

8.7%(81人) 

12.6%(118人) 

70.9%(664人) 

3.5%(33人) 

0.9%(8人) 

問2:主に誰と来園するか 

(問1で来館したことがあると回答した人) 

一人 

友人・恋人 

夫婦二人 

家族 

団体 

その他 



【その他意見】
・ 子供が学校でもらって来るチラシ
・ 団体のイベント
・ SNS
・ 駅伝参加
・ 安城駅のポスター
・ 会社でちらしが配られるので。
・ 幼稚園などでもらってくるチラシ
・ 団体行事
・ 地域のボランティアで
・ 公民館などでもらうデンパークのちらし
・ 植物友の会の会報
・ 保育園
・ 職場の福利厚生（割引になる）一覧表
・ 灯り祭りに関するボランティア活動情報
・ コンビニのポスター
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特にない・わからない 

その他 

知人の紹介 

デンパークのツイッター・フェイスブック 

デンパークのホームページ 

テレビＣＭ、情報・ニュース番組 

町内会掲示板のポスター・回覧チラシ 

新聞記事・新聞折込チラシ 

広報あんじょう 

問3:デンパーク情報の入手先(複数回答) 

(問1で来園したことがあると回答した人) 

単位：人 



46.7%(426人) 

45.2％%(412人) 

6.7%(61人) 

1.4%(13人) 

問4:市民特別入園券の利用経験 

(問1で来園したことがあると回答した人) 
 

必ず利用している 

たまに利用している 

利用していない 

券の存在を知らない 



【その他意見】
・ 広報に無料券がついていたので ・ 子供会の行事等
・ 写真撮影 ・ 子供の散歩
・ 子供の発表
・ 他に安城観光するところがなかったため
・ たまに来た人の案内
・ デンパーク駅伝応援
・ ふれあい動物などのイベント
・ 小学校のマーチングを見に行っただけ
・ 職場のイベント
・ 批判だけではいけないので、試しとして1回だけ入場した。
・ イベント出演者として
・ 灯り祭りに関するボランティア活動
・ 子供の園行事
・ 子供の遠足の付き添い
・ 所属団体の主催する、イベントの会場として
・ 子供の作品展
・ ウォーキング
・ 成人式
・ 祭り
・ 安城に引っ越してきて、デンパークの存在を知って行った
・ 保育園児作品展
・ 結婚式
・ JA祭り　デンパークマラソン
・ 市の教育機関等の催しの鑑賞
・ 広い敷地なので、散歩がてら健康維持のため。
・ 海外の美術品展示
・ サルビアンショー
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その他 

特にない 

イルミネーションや四季のイベント 

産直コーナーでの買い物 

お笑いライブ等のステージイベント 

メルヘン号 

遊具 

園内での買い物 

企画展示 

体験教室 

食事 

花とみどりの鑑賞 

問5:来園目的(複数回答) 

(問1で来園したことがあると回答した人) 
 

単位：人 



【その他意見】
＜満足・やや満足＞ ・ 動物の形などで子どもが喜ぶから

・ 季節に合わせていてステキ ・ 我が家の花壇の参考になります
・ いつ行っても植栽が綺麗でとても素敵だと思う ・ 季節の花が綺麗に咲いていて心が和みます
・ クリスマス等の鉢植えが、感心してしまいます。
・ いつもきれいに手入れされており、普段馴染みのない珍しい植物も見られるから
・ 見ると笑顔になれるから。また、癒されるから。

・

・ 以前はマンネリ化していたが、最近はデザインにテーマがあってよい。クリスマスは特によかった。
・ 日常的に見られない草花が観賞できて驚くことあり
・ 四季折々の花々が見られ、行くたびに心が潤う。大切に手入れされているのも分かる。

＜普通＞
・ テーマパークとしては中途半端 ・花の開花時期は綺麗だが冬がさみしい
・ 池の活用に一工夫を期待する ・温室の中は良いが、屋外が物足りない
・ もっと花がたくさんかと思っていた ・インパクトがない

＜やや不満・不満＞
・ 金をかけている割には魅力がない。花が咲いているとか気にしたことが無い。

・

・ 冬季の植物不足

・

・ 「秘密の花園」が手入れがよくない（開園当時は大変素晴らしかった）
・ 花・みどりの展示量が少なすぎて　面白みがない。（手入れ・・ほぼ完ぺきにできている）
・ なばなの里とかに比べるとショボい
・ 入場料に見合う価値はない。

いつも手入れが行き届いて感心する 季節事の花を植え替えている 隅々まで手が入っていて
丁寧な仕事振りに気持ちがいい!!

開園当初は素晴らしかったが、ここ数年は植栽の手抜きというかきめ細やかさがな
くなった。ポリシーを持った植栽ではなくなった感じになりがっかりしている。

入り口等は綺麗に手入れされているが、少し進むと枯れていたり花がなかったりと
寂しい感じがする。

33.6%(309人) 

28.6%(263人) 

16.9%(156人) 

2.7%(25人) 

0.5%(5人) 
17.7%(163人) 

問6:花とみどりのデザイン・手入れの満足度 

(問1で来園したことがあると回答した人) 

満足 

やや満足 

ふつう 

やや不満 

不満 

わからない・覚えていない 



【その他意見】
・ 何が売りなのかつかめない
・ 行きたいと思う催し物が無い
・ 道の駅には行っているが、中には入っていない。すごく混んでるのでうんざり
・ 近すぎて逆に行けない

33.6%(309人) 

28.6%(263人) 

16.9%(156人) 

2.7%(25人) 

0.5%(5人) 

問7:来園しない理由 

(問1で来園したことがないと回答した人) 

仕事等で忙しい 

興味がない 

交通の便が悪い、遠い 

料金が高い 

その他 



【その他意見】
・ 飲食店の充実 ・動物とふれあい
・ 市民のためのイベント ・ハンドメイド等のイベント
・ 福祉サービス ・子供の有料遊具
・ アトラクション。飲食店。 ・統一性がなく　迷走している
・ 市民への補助 ・フィールド活用型のイベント
・ 統一性のある展示やインテリアデザイン ・フリーマーケットなど市民参加イベント
・ 子どもが参加できるイベント ・バーベキュー施設の充実
・ マルシェ、フリーマーケット ・手軽に食べられる物の充実
・ 規模の拡大をしてリピーターを増やそう ・芝生広場があると良い
・ 公共交通が今以上に利用しやすいようになること
・ 市民によるイベント会場使用（事前審査＆打ち合わせあり）
・ 産直コーナーが狭いかな。品ぞろえはいいのですが。
・ 田園・果樹・動物と触れあえる施設やイベントの提供
・ 障害者でも行けるように屋根、屋内施設を作る。
・ ジェットコースター、観覧車、ウォータースライダー等アトラクション
・ 無料で入れる日を年数回つくる。
・ 安城市内で作られている商品のコラボ商品や開発
・ 入り口の入ったすぐに視界にインパクトがないように思う。
・ 花木の即売会をもう少し多くしたらどうか、道の駅では数がとても少ない
・ 駐車場の整備(出入り口を分ける及び混雑時の誘導)
・ 大人が遊べる遊具　テーマをしっかり持ったもので他には無い物。北欧ならではのものとか
・ 担当職員たちがが胸を張って自慢できる特徴ある大イベント
・ 園が広いし道が複雑でよくわからないので、もう少しまわりやすくしてほしい
・ 堀尾公園（入園口は分け、従来通り無料）との併合で、コスト低減を図った施設の充実。
・ 大人、子供に係わらず楽しめる園内を周遊できるスタンプラリー、クイズ、新発見できるしかけ
・ マルシェなど家族で来ても個々に満足できるようなイベント
・ 食事処やテナントの価格の見直し（値下げ）や、イベント時の参加料の見直し（値下げ）
・ 川向うまでを早く入れてほしい。橋がもったいない。変に手入れをせず、自然のままでいい。
・ 買い物、ショップ、売り場や商品の充実
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グルメイベント 

市民参加のダンス・コンサート・展示会 

子どもが遊べる遊具 

花とみどりの充実 

企画展示 

クリスマスやハロウィンの飾りつけやイルミネー… 

子ども向けキャラクターショー 

芸能人のイベント 

問8:より力を入れるべきもの（複数回答） 

単位：人 



問９　自由意見（抜粋）

マーケット内のショップが代り映えしない　デンパークに来たから買っていこう！と思える商品がもっとあればよいの
にと思います

入場料が少し高いと思います。大人が楽しめる遊具があるといいな。

子供も遊べて花で癒されてこれからも利用させていただきたいと思います。

アンクルバスの本数を増やして、終バスをデンパークの閉館に合わせてほしい。

デンパークにいかないと食べられないものがある。（いちじくソフト、なしシュークリーム、安城和牛丼）

開園時間がとても短い。イベント等のある時以外でももう少し長い時間空いてるとうれしい。夏場早朝散歩夕方の
夕涼みと日常的に使えるようにして欲しい。炎天下の時間しか開けないことの意味がわからない。

花を観賞するだけでなく、季節の花に関する理解が深まったり、逸話を知ることができるような説明や企画展示な
どがあるとよいです。

せっかく緑が綺麗なので，ペットと一緒に散歩できるともっと頻繁に通いたい．

敷地をふやし、電車の駅も作って欲しい。名鉄乗り入れなど。

・ウォーキングモデルコースの案内 ・果樹の収穫や植え付け体験 ・ガーデニング講座（庭木の手入れや植栽のデ
ザインなど）

より一層のはなと緑の充実だけです。そこで働いている人の花づくり等の話も広報に載せて欲しいです。

車で来園する人は駐車場も多いしR23号もあって利便性は良いが、公共交通機関を利用する人はＪＲ安城駅から
バスで１本で来られないなど不便なので、交通機関を使いやすくなると来やすくなるんじゃないかなと思います。市
外からＪＲで来て、バスに乗ると行き方がき分かりにくいというのも聞いたことがあります。

子供を連れてよく行くのですが、遊ぶ場所がもうちょっとあるとうれしいです。あと、雨の日にあまり行かないので、
雨の日でも遊べたりするといいと思います。

幼児を遊ばせるには長と良い広さと遊具なのですが、その子たちが成長したとき、小学生、中学生が遊べるスペー
スがないので、アスレッチックやベンチなどくつろげる場所があるとよいと思います

愛知県は花卉の生産高が、全国屈指とききます。　私は植物が好きなのでしっていますが、ご存じない方も多いは
ず。そういったことを知ってもらえる、関心を持ってもらえる発信の場として、デンパークにはまだまだやれることは
いろいろあると思います。

成人式のやり方を考えて欲しい。雨や雪の対策など

設立趣旨（コンセプト）を逸脱せず、進化することが重要と思う。リピーターを確保するためのイベントは重要と思う
が、フィールドが広いため、行くとたくさん歩くことになり、オリエンテーリング的なイベントがあると、広さを活用でき
ると思う。

今後もきれいな庭園の充実を続けて頂きたいと思います。

園内で飲み食いしたいけど、バスが少なすぎて利用しづらい。園内の食事がまずすぎる。競争相手がいないので、
創意工夫が足りない。

県内他の市町村や県外からの入場者が増えることを期待します。

高学年の息子も楽しめるイベントがあると嬉しいです！屋台、スポーツ出来る場所やイベント、友達同士で楽しめる
イベント等々よろしくお願いいたします！

子供が小さい時は、よく家族で出かけましたが、子供たちは、もう行かなくなりました。若い人たちにも楽しめる企画
をしてください。



平日に母親と子供で安心して遊べる場所がもっとあるといい。また、小さい子供が草花に関心をもったり、触れ合え
るイベントがもっとあるといい。

花火の回数が増えたことは良いが、期間中１日で良いので打ち上げを多くしてほしい

季節の花や樹木を楽しむイベントを地道にやってくださると行きやすいです。

昔に比べると、垢抜けたイメージ。集客力も高くなったとおもう。園側の努力を感じる。これからも頑張って欲しい。

隣接のＪＡとの合同企画の催しを何回か考えてほしいと思います。

北側の川や堤防・河川敷を公園に含め、水辺で楽しむことができるようにしたら良いと思う。出来れば、さらに北の
畑地を購入し、敷地を広くしたら良いと思う。今の園地では若干狭いと思うし、この規模では料金が高いと感ずる。

家族が利用したくなる施設だと良いと思います

とてもがんばっていると思います。ただ、自動車で来園される方のための道の駅が少々貧弱な感じがします。もう
少し商品数が充実されると近隣の方もどんどん来てくださるのではないでしょうか。また、自動車以外で訪れる方の
ためのあんくるバスの本数がやはり少ないことが気になります。もっと本数があれば気楽に来園してくださるのでは
ないでしょうか。ぐっさん家や旅してゴメンなどの番組で安城の特集の時にはデンパークは必ずとりあげられるので
ますます商品や展示が充実するとうれしいです。

入園料を無くして道の駅と一緒にして集客力を高める施設へ変貌させ、入園料からではなく来場者の購買、消費か
ら施設運営できるような魅力ある仕組みづくりを期待します。

若い人や、世の中で流行しているイベントをもう少し取り入れればよいと思います。

　二度、三度と訪問したくなるものが少ない。季節が変わっても、特に特徴がない。

園内を歩きます。ベンチの設置を多くして欲しいです。花や緑を見ながら、のんびり過ごしやすい雰囲気をもっと望
みます。市民特別入園券は　とてもありがたいですが、1枚で2人では無く、1枚1人で、4枚にして欲しいですね。

CBCラジオの公開放送や、スヌーピー展は嬉しかった。子連れ以外も参加できるいろんなジャンルのイベントを
やって欲しい。スヌーピー展は情報取得が遅かった為都合付かず、残念でした。また開催して欲しい。

定期的に、マルシェのように食べ物やクラフトのたくさんのお店を出店してほしい

１．特別な企画がないときは無料にし、特別企画の時は特別料金を設定する。（浜松の植物園を参考にするとよ
い） ２．特別な企画を他にないような工夫と努力をして、多くの方にアピールできるようにする。
３.上記を企画運営する強いリーダーシップを持つ人材をトップに確保する必要がある。民間から探すべき。役所の
人間では事なかれ主義になるからダメ。

川べり、広場、鉄砲山、等散策コースを整備出来ないか？

　他に類を見ない「植物を中心に構成された高尚な文化施設」だと思います。デンパークは商業施設ではありませ
ん。子育てを施設に任るような昨今ですが、恵まれない家族であっても多種多用な植物環境の中で子どもと一緒に
なって廉価に遊べる施設であれば良いと思います。原っぱや広場、芝生や地面、水で遊べる環境の拡充を期待し
ます。植物環境をより一層充実し、従来の路線を進めば良いと思います。　大規模な遊具・イルミネーション・だだっ
ぴろいだけの花壇(?)・高価すぎるグルメ指向は不自然すぎ、異常な光景としか思えません。

市民無料開放の回数を増やして欲しいです。もっと子供が遊べる所が、充実したらいいかなと思います。

デンパークの西側に流れている川がありますが,川を園内の一部にして川遊び・水遊びができるようになると良いと
思います。

雨の日は特に、体験（ウィンナー作りなど）を予約なしでもできると良い

木や花の名前が　もっと多く札に書いてあると　名前が分かって良いと思う。

子供が成長したら行かなくなりました。



地域の特産物売り場をもっと拡大。又乗物を増やす。観覧車や、ゴーカート、コースター、など。

地元の企業やお店と連携したイベントに力を入れてもらえたら嬉しいです。以前参加して、試食やゲームがとても
楽しかったです。また知らなかった安城の文化や特色に触れることができ、家族とまた機会があれば参加したいね
と話しています。

穀物や野菜をも含め農産物を含めた植物園や薬草園などとしてユニーク且つ学術的な機能を持たせてはどうか。
かつて近郊農業で名を知られた日本のデンマークの名を継承するデンパークを国内で唯一無二の特徴を持つ
パークとする。安城農林高校とは連携を取れるとよいと思う。かつて市内にあった名大農学部とも連携は取れない
かを考えてはいかがか。

安城市に来た友人や知人を必ず連れて行きたいと思わせるような、デンパークしかないものを作って欲しい。デン
パークと言いながら、デンマーク色が全く感じられない。

最低限月１回程度は何らかのイベント（市民参加を含め）が欲しい。

１．料金変動制の導入　●見どころの少ない時期は安くして人を呼ぶ（入場無料でも人が来ればモノが売れて潤う）
２．オンリーワンを目指す、又はナンバーワン　●他にないデンパークしかない催し、花、飾付け、食べ物　●メルヘ
ン号はももっと距離を延ばして楽しませる　●川を有効利用して、音、高さ、色など変化する噴水 更に川向こうに花
で安城市を表現する等々毎年レベルアップしてリピーターを呼べるように努力してデンパークを盛り上げましょう。

クリスマスイルミネーションは毎年必ず見に行ってます。今でもじゅうぶん素敵ですが、もっと力を入れるとよりいい
と思います。クリスマス限定のクリスマスらしいお店を多数出展するなど。

旅行社へのＰＲを積極的に行い、客数のアップを図る

以前、来園したとき、コスプレイヤーがたくさんいました。少しならいいけれど、写真撮影等、通路をふさいだりする
人もいて、いい気分がしませんでした。来園するのは彼らの自由ですが、コスプレの聖地などと銘打って、彼らを呼
び込もうとすることだけはやめていただきたいです。

秋の明かり祭りや冬のイルミネーションが好きです。子どもが楽しめるイベント企画をこれからもよろしくおねがいし
ます。

花や緑というイメージがあるので、大人も子供も落ち着けるような空間づくりをこれからも心掛けていただきたいと
思います。

企画、宣伝に力を入れているので今のままで良いかなと思います。グルメイベントなど、普段滅多に食べれないも
の、遠くに行かないと食べれないものが食べれたら嬉しいな、と思い問8でグルメイベントを選びました。食べるとい
うことは年代問わず楽しめることかなと思います。

安城市民だけでなく、周辺地域住民がもっと来客するような施設の併設を考えてほしい。例えば、三好にある高速
道路「パーキングエリア」や23号線バイパスに隣接させた「道の駅」のような買い物・レストラン施設は如何か？

まだ子供が小さいので遊びに行きたいのに行けません。たまにやっているスタンプラリーや直売、デンパークの中
でしか買えない特産品、フローラルスペースのお花や衣装や欧風な農村グッツ・手作りできる季節品等毎回楽しみ
にしています。どうか息の長い園であってほしいです。

子供が大きくなり行く機会は減りましたが、友達とゆっくり花をみてまわる楽しみに変わりましたいつも綺麗な花に
癒されてます。いまのままで、満足です

園芸教室、植物の大切さ、樹木の名前等の教室。

ｽﾃｰｼﾞの観客席少し狭くて、催しにより子供が立ち見になったりします。広くか大きくして沢山の人が見える、または
モニターをつけてほしい。

ただ見るだけでなく、農業先進地であった安城の文化を、総合的に体験して学べる施設になることを望みます。そ
のためには来場者のレベルや興味に合わせて、隣接するJAの施設や県の施設、水のかんきょう学習館や安城農
林高校などをデンパークが核となってネットワークして、何度来ても新しいことが体験できるような観光施設にして、
安城全体を考えて運営して早く「自立」して頂きたい。



1.レゴランドパート2（デンマーク繋がり）を画策していただきたい。2.丈山苑や歴博とかのツアーコースを安城を走る
100円バスを活用して企画する。3.豊田安城自転車道のコースにする。4.温泉施設（社会福祉センターでも可）を併
設する

正面は賑わっているけど、裏の方が通路しかなくて少し寂しい。有料遊具(刈谷の交通公園)みたいなものを置いた
らどうでしょう

安城市のシンボルです、子供からお年寄りまでが皆が楽しめるデンパークを維持して下さい。

デンパークはこれからも存続してもらいたいが、市からの補助金が高額になるなら運営を検討してもらいたい。

グルメイベントもですが、ママ向けマルシェのようなイベントや、ファミリー向けの写真撮影会などももっと多くやって
ほしいです。若い人がいいと思って行くことで来場者も増えると思います。

堀内公園のような遊具の充実。乗って遊ぶような遊具が少ないので、いつも遊具が混んでいて小さな子供だとなか
なか遊ばせてあげられないので。また、気軽に食べられるフードも少ないので、もう少し充実させて欲しい。

地産地消で食事にもっと力を入れて欲しい。食事のメニューのセンスがあまり良くない。お外で食べられるものを
もっと販売して欲しい。

娘の成人式をデンパークで開催できて安城市民としてとてもよかったと思います。他の近隣にはない施設なので大
事にしていきたいですね。

運営を継続するなら、補助金を投入しないでも運営できるようにするべき。

サイクリングなど親子で楽しめるイベント

花苗の植替え等人手が要り大変です。人件費のかからない運営に努めることが大事だと思います。

老若男女が楽しめる場所、天候に関係なく楽しめる場所、買い物食事が楽しめる場所．．． ワクワクするデンパー
クを期待しています。

道の駅も、デンパークに似合ったオシャレな感じにした方がよいと思います。

名鉄バスを土日だけでもいいので、更生病院からデンパークまで延長運転して利便性を高めてほしい。

安城市の唯一といって良い娯楽施設です。毎年市の助成金を使用していねことは承知しておりますが、改善の目
処はあるのでしょうか。刈谷ハイウエイオアシスの50円ゴーカートの様な民間スポンサーによる特定施設運営と
いった業態のご検討を願います。

果物を少し増やして、果物狩りなどができると良い

楽しいイベントを増やして欲しい。雪の滑り台は、楽しかったようですが、勢いがありすぎて怖かったみたいなので、
作るときにそういう所の配慮もしてほしい。(小さい子供用の方の滑り台でした。)

園内の花・樹木・池にテーマがあると思いが、歴史や物語がありパンフレットや看板を見ながら園内を回れると楽し
いかなッと思います。また、隠しキャラのようなゲストが楽しめるようなことがあればいなぁと思います。

一年中季節に合わせた花、木、植物が見られるようにしてほしい。

芸能人のイベントなど必要ありません。お金の無駄です。税金が使われると思うとデンパークにも行きたくなくなり
ます。花火がとても綺麗なのでこれからも続けてほしいです。

日々の忙しさを癒すために訪れています。なので、緑と花を今と変わらず充実していてほしいです。
子供と大人が無理なく楽しめる場所はなかなかないので貴重です。子供目線により過ぎると、大人は付き添うだけ
でリフレッシュになりません。でも大人も散歩なり草花鑑賞、ショッピングができれば、リフレッシュになるので良いで
す。最近は人気になってきて、23号から混むこともあり、タレントのイベントもほどほどでいいかなぁ、、と個人的に
は思いました。

安城市民としては 素敵な公園で自慢できます。このまま手入れの行き届いた公園であって欲しい。もっと宣伝する
べきだと思います。できれば入園料金を安くして欲しい。例えば500円。



草花の植え替えに、市民を呼んで欲しい。

イルミネーション時期、花火が終わってから園内を見て回るつもりだったのに、すぐに閉園になってしまって見られ
なかったので、花火と閉園の時間設定を考えてもらえるとよいと思う

今健康ブームなので健康相談ブースや身体の歪みを整える体験会開催するとがお客様を引寄せれます。

地産地消を目指し、ＪＡとコラボしても面白いと思います。アンフォーレとも何かできると良いです。

マンションでも、鉢植えで上手に花を育てるノウハウを、実践で教えて欲しい。

まずは、大赤字をごまかすための安城市の税金投入をやめるべき。リピーター頼みの現状で、実際は安城市人口
の半分以下の利用しかない施設をこれ以上安城市の税金をもって存続すべきではない。現市長になってから、無
駄な観光関係にかかる税金投入が目立ちすぎており、実際に住んでいる住民の健康福祉に関する費用に使われ
ていない。以上のことから、デンパークはすぐに廃園するべき。

デンパークのパスポートを購入していますが、そうすると広報に付いてくる入場券が無駄になってしまうのがなんだ
か矛盾するように感じています。パスポートを購入する際に割引券として使用できるなど、再来場を促すような方向
も検討してください。

梅の木の方にある広場（数年前にリニューアルした洋風の所）が有効に活用されていない感じがする。

浴衣でとか良かった。仮装も楽しい。パレードとか定期的にあったら。

手間のかかる花壇を縮小しもっと充実させ、縮小したスペースは、みどりを増やすと散歩しても影になり、夏場にも
人を集めることができるのでは。

正面駐車場にあきがあるかわかりにくい。歩道橋はかなり不便です。屋内の遊具増やして欲しい。パンを屋内で食
べられるスペースが欲しい。狭い。テーブルが欲しい。

池みたいな水がある場所が あまりキレイではなかったので、もう少し手入れをした方がよいと思った。

宿泊施設があればもっと楽しめると思う。１日３家族が泊まれるくらいの小規模なものでいい。食事は自分たちで用
意する。デンビールも飲めるし地元食材を自炊してのんびりできる。最高です。

臨時駐車場の 拡大

温泉等の複合施設を隣地に造って欲しい。

園の道路を挟んだ向かいの駐車場の歩道橋にエレベーターを設置して欲しい。

子供が喜びそうなキャラクターショーなどイベントを増やしてほしい。土日にあることが多いので
小さい子向けに平日にもやってほしい

もっといろいろな講座開催を期待します。

以前は廃油とメルヘンチケットと交換してくれたのに、乗車のみになり不便です。子連れで廃油持参は難しいので、
チケット交換で、次回に乗りたいです。


